「芸術」でも「娯楽」でもなく
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アメリカ合衆国には、ニューヨークを拠点とするブロードウェイ演劇の他に、
主要な地方都市を拠点とし、非営利団体としてプロフェッショナルな演劇活動を
展開するリージョナルシアターが存在している（1）。ニューヨークに一極集中した
演劇活動を脱中心化しようとするリージョナルシアター運動は、1940 年代末に
始まり、1960 年代・70 年代を通して全米に広まっていった。2006 年の推計によ
ると、1,893 のリージョナルシアターを含む非営利演劇団体が、のべ約 3,050 万
人もの観客を全米で動員しており、約 11 万人の演劇人に訓練の場や働き口を供
給している（2）。また、近年のピューリッツアー賞（戯曲部門）およびトニー賞（演
劇作品部門）の受賞作にも、リージョナルシアターで初演された作品が多く含ま
れており、今日のリージョナルシアターは、アメリカ演劇文化の一翼を担う存在
となっている。
しかし文化政策的観点に立つならば、リージョナルシアターの重要性は、単に
それがアメリカ演劇文化において占める位置が大きいというのみならず、それが
独自の存立基盤を有しているという点、言い換えれば、「芸術」性にも「娯楽」
性にも依拠することなく興行の継続性を確保しているという点にあるということ
ができる。実際、リージョナルシアターにおいて上演される演目は、完全な娯楽
作品でもなく、先鋭的な芸術作品でもない。その代わりリージョナルシアターは、
地域における演劇に関する多様なニーズ―公演活動のみならず、アウトリーチ活
動や、地域が演劇文化を擁することからくる誇りなども含む多様な地域のニーズ
―をくみ上げることで成立している。そしてそのことによって、地域によって支
えられ、興行の継続性が保証されているのである。リージョナルシアターへの地
域における支援を最も端的に表しているのが、地元からの広汎な寄付・助成に
よってリージョナルシアターが財政的に支えられているという事実である。つま
りリージョナルシアターの存立根拠は、作品の持つ「芸術」性でも「娯楽」性で
もなく、劇場が果たしている地域への貢献、もう少し一般的な言い方をするなら
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ば、劇場の公共性に拠っていると考えられるのである。
このようなリージョナルシアターにおける演劇興行のあり方は、日本において
は基本的に欠落してきた種類のものであったといえる。実際私たちは、「芸術」
と「娯楽」を両極に据えた一次元的な思考にとらわれ、演劇活動をおこなってき
たのではなかっただろうか。日本の現代演劇は、長らく不振が続いてきたといわ
れるが、その原因の一つは、そのような一次元的思考にあったと考えられるので
はないだろうか。例えば、日本における演劇興行の特徴の一つは、失敗への許容
度が著しく低い点にある。大規模な商業演劇においては、常に充分な観客動員を
達成するために、娯楽としての価値が求められる。そのような道を選ばないので
あれば、小劇場演劇のように、収益性をある程度考慮することなく、少数の観客
相手に芸術性を追求することができるものの、その場合、脆弱な運営基盤ゆえに、
劇団の運営維持等にいたずらに個人の才能を枯渇させるという側面が存在してき
たことは否めない。
これに対し、アメリカ合衆国のリージョナルシアターは、演劇文化に対する社
会的寛容を醸成してきたといえる。実際のところ、リージョナルシアターの上演
作品には、失敗作や退屈な作品も含まれているが、それによって直ちに運営が立
ちゆかなくなり閉鎖されるということはない。というのも、リージョナルシア
ターは多軸的に地域ニーズを充足しているためである。そのように、演劇文化の
享受層をぶ厚く形成することによって、リージョナルシアターは、安定的な作品
制作やそれに関わる演劇人の創造性を保護してきたといえるのである。このよう
にリージョナルシアターは、アメリカ演劇文化における作品や人材のインキュ
ベーターとして、また俳優・劇作家・演出家といった人材のプールとして機能し
てきたということができる（3）。
従来、西欧演劇文化への憧憬を基調とする日本の演劇研究の文脈では、演劇と
はまさに「芸術」と「娯楽」とを結ぶ数直線のことであった。むろん、作品研究
の観点からいえばそのような思考が不当であったとはいえない。だが、それは演
劇文化を豊かにしようとする文化政策の観点に立つならば不十分なものである。
というのも、豊かな演劇文化は、優れた演劇作品を擁護することのみによって得
られるとは限らないからである。むしろ、演劇が社会に根ざす方法には、他にも
様々な次元があり得ることを前提としなければならないのではないだろうか。こ
のように考えるとき、従来の演劇研究の文脈において関心を払われてこなかった
リージョナルシアターの重要性は明らかであろう。
その一方で、昨今は日本においても、中央政府や地方自治体による演劇への助
成制度が充実し、いわゆる公共ホールのソフト面の整備も、十数年前と比較する
ならば隔世の感がある程に進行しつつあるのも事実である。地域に根ざした活動
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をおこなっている先進的なホール・劇場も散見されるようになってきているが、
それもいわば「点」のレベルにとどまっており、ひろがりを持った「面」となっ
ていない。そこには、劇場を地域において公共性を帯びた存在として位置づける
一貫した政策も、地域が日本の演劇文化を支える戦略的拠点であるということを
示す説得的な理論も、欠けているのである。そのため、社会的な支持基盤が脆弱
で、ひとたび財政難となれば真っ先に不要なものとして、ホール・劇場への助成
が切り捨てられるという事態が生じることとなっている。
その点、アメリカ合衆国におけるリージョナルシアターは、これまで述べてき
たように、地域における多様なニーズをくみ上げ、地域において公共性を帯びた
存在となることによって、安定的な財政基盤を確保してきた。加えて、作品・人
材のインキュベーターとしてアメリカ演劇を支える後方基地としての役割を担う
ことによって、アメリカ演劇文化全体にとっても、不可欠な存在となっている。
そのようなリージョナルシアターの姿は、日本の地域演劇文化の創造、更には、
演劇文化全体の活性化にとっても、重要な知見を与えてくれる可能性があるので
はないだろうか。本稿はこのような視角から、アメリカ合衆国のリージョナルシ
アターを支えてきた地域基盤に焦点を当て、検討をおこなうものである。
これまでにも筆者は、アメリカ合衆国のリージョナルシアターについて、その
継続的活動を可能としてきた地域基盤を検討してきたが（4）、そこには、大きく分
けて二つの論点が存在している。第一に、地域社会がどのようにして演劇を支え
てきたのか、第二に、演劇がどのようにして地域社会に基盤を求めてきたかであ
る。いずれもリージョナルシアターという演劇文化を理解する上で重要な論点で
あるが、本稿のような小論においては、両方を同時に扱うことはできないため、
第二の論点を主に扱うこととする。本稿においては、アメリカ合衆国に存在する
四つのリージョナルシアターを事例に、その運営の変遷を辿ることで、どのよう
にしてリージョナルシアターが地域において興行の継続性を確保するに至ったの
かを検討する。既に筆者は、1970 年代初頭までの時期が、リージョナルシアター
の地域定着の過程において重要な時期であったと主張してきたが（5）、本稿におい
ては、この分析枠組みの対象を四つのリージョナルシアターへと拡大させ、1960
年代初頭から 1970 年代初頭にかけての時期を中心に検討する。特に、リージョ
ナルシアターの運営における、実態レベルおよび言説レベルにおける変化を分析
することに集中し、変化の要因自体に関しては、背景的な事象について述べるに
とどめることとしたい。

１．リージョナルシアターの財政構造
現在のリージョナルシアターは、どのような財政構造のもとに存立している
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特別なファンドレイジング
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図 1：リージョナルシアターの収入内訳

1995‑96 年

出 典：Theatre Communications Group, The 1996 TCG Fiscal Survey
（New York: Theatre Communications Group, 1997）より作成。

のだろうか。図 1 は、代表的な 20 のリージョナルシアターについて、1995−96
年（6）の収入内訳の平均値を示したものである。これによると、リージョナルシア
（7）
ターの最大の収入源は、チケットの売り上げを主とした興行収入（63％）
であ

ることがわかる。次に大きな割合を占める財源となっているのが、個人の寄付金
（11％）である。この寄付金は、その大部分が観客でもある地元の個人によるも
のである。他にも、企業による寄付金（9％）や、財団の助成金（6％）の項目が
かなりの割合となっているが、これらの企業・財団による支援もまた、そのほと
んどが地元に拠点を置く企業や財団によるものとなっている。従って、リージョ
ナルシアターが地元から得ている寄付金・助成金（地元政府からの助成金を除
く）を合計するならば、約 26％となり、興行収入以外の財源の約 7 割を占める
計算になる。また、チケットの売り上げも、ほぼ地元の観客から得ているために、
興行収入をそれに加えるならば、リージョナルシアターはその収入の 9 割近くを、
地元の個人や企業、財団から得ているということができる。それに対し、政府か
らの助成金は、合計でも全収入の 5％である。このように現在のリージョナルシ
アターは、観客であり寄付者である地元の個人や、地元の企業・財団によって、
専ら支えられている存在であるということができる。
― 398 ―

しかしリージョナルシアターは、このような地元密着型ともいえる財政構造
を、当初から有していた訳ではなかった。例えば、後に主要なリージョナルシア
ターとして知られることになるアリーナ・ステージの経営監督は、創立当初の状
況を次のように述べている。
私たちは非営利団体ではなく、営利団体としてスタートした。1949 年の時
点では、誰も私たちにお金をくれそうもなかったからだ。そこで私たちは株
を売った。配当まで配った。もちろん当時も、私たちは支援を受けていた。
無給や薄給で働いてくれる人々によって［経費が抑えられるという意味で］、
間接的に支援を受けていた。こんな状態が長らく続いたあとで、私たちは非
（8）
営利団体に改組した。

1940 年代末当時のアメリカ合衆国において、劇場の運営に対して個人が寄付を
するという行為は、必ずしも一般的なものではなかった。演劇人自身がいわば身
銭を切ることで、劇場運営を支えており、劇場が立地している地域の観客の大部
分は、個々の公演についてチケットを購入する顧客に過ぎなかったのである。し
かしその後のリージョナルシアターは、その運営形態を時代とともに変化させな
がら、現在の財政構造にみられるように、地域社会という支えを発見してゆくと
いうプロセスを辿ることになる。
では一体、どのような歴史的過程を経て、リージョナルシアターは、現在のよ
うに地元に定着し、継続した活動をおこなうことが可能となったのだろうか。本
稿においては、アリーナ・ステージ（Arena Stage）、ガスリー・シアター（The
Guthrie Theater）、シアトル・レパートリー・シアター（The Seattle Repertory
Theatre）、 ミ ル ウ ォ ー キ ー・ レ パ ー ト リ ー・ シ ア タ ー（The Milwaukee
Repertory Theater）の四つのリージョナルシアターを事例として取り上げ、分
析をおこなうこととしたい。表 1 にこれら四つのリージョナルシアターの概要を、
図 2 に財政規模の変遷を示した。次の第 2 節では、リージョナルシアターが地域
との関係を確立してゆく前段階となる、1960 年代半ば頃までの時期を扱い、続
く第 3 節において、リージョナルシアターが地域との関係を確立してゆく時期で
ある、1960 年代半ば以降から 1970 年代初頭の時期を扱う。

２．興行収入のみで財政を自立させるリージョナルシアター（1960 年代半
ば頃以前）
本節においては、1960 年代半ば頃までの草創期のリージョナルシアター運営
について検討をおこなう。各地で活動をおこなっているリージョナルシアターが
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表 1：四つのリージョナルシアターの概要
名称

アリーナ・ステージ

ガスリー・シアター

所在地

ワシントン DC

ミネソタ州ミネアポリ ワシントン州シアトル
ス

ウィスコンシン州ミル
ウォーキー

創設年

1950 年

1963 年

1953 年

創設の経緯

地 元 ジ ョ ー ジ・ ワ シ ン イギリスの演出家ガス 地元有力者らがニュー 地元アマチュア劇団の
トン大学演劇科の教授 リー卿らが自らの地域 ヨークから演出家を招 団員らによって創設
劇 場 構 想 に 基 づ き、 ミ 聘して創設
らによって創設
ネ ア ポ リ ス を 選 定、 地
元有力者らの劇場誘致
活動により創設

創設時の法人形 営利の株式会社
態

シ ア ト ル・ レ パ ー ト ミ ル ウ ォ ー キ ー・ レ
リー・シアター
パートリー・シアター

1963 年

非営利法人

非営利法人

非営利の株式会社

創設時の劇場施 234 席： ア リ ー ナ・ ス 1441 席： ス ラ ス ト・ ス 795 席：プロセミアム
設と舞台形態
テージ
テージ

346 席： ア リ ー ナ・ ス
テージ

1964−65 年 時 点 約 51 万 5 千ドル
の財政規模＊

約 20 万 6 千ドル

約 106 万ドル

約 45 万 3 千ドル

現在の芸術監督 モ リ ー・ ス ミ ス（3 代 ジョー・ダウリング（7 デ ヴ ィ ッ ド・ エ ス ビ ヨ ジ ョ セ フ・ ハ ン レ デ ィ
目）
代目）
ルソン（7 代目）
（5 代目）
現在の法人形態 非営利法人

非営利法人

非営利法人

非営利法人

現在の劇場施設 1962 年
への移動年

2006 年

1983 年

1987 年

現在の劇場施設 818 席： ア リ ー ナ・ ス
と舞台形態
テージ、514 席：スラス
ト・ステージ、180 席：
ブラックボックス

1100 席： ス ラ ス ト・ ス
テージ、700 席：プロセ
ミアム、199 席：ブラッ
クボックス

856 席：プロセミアム、 720 席： ス ラ ス ト・ ス
286 席：プロセミアム、 テージ、220 席：ブラッ
99 席：ブラックボック ク ボ ッ ク ス、118 席：
ス
キャバレー

近年の財政規模 約 1,100 万ドル
（2001−02 年）
近年の観客動員 250,000 人
（のべ人数）
（2001−02 年）

約 2,400 万ドル
（2006−07 年）

約 900 万ドル
（2006−07 年）

約 910 万ドル
（2006−07 年）

344,000 人
（2006−07 年）

130,000 人
（2006−07 年）

（データなし）

出典：各リージョナルシアターの年次会計報告書、ウェブサイト、筆者によるインタビュー等により作成。
＊ガスリー・シアターのみ、1965 年のデータ。

一つの演劇ジャンルとして全国的に認知され始めるのは 1960 年代の初頭である
が、リージョナルシアターの運営に関する全国規模のまとまったデータが最初に
登場するのは、1964−65 年である。当時、リージョナルシアターを含む 23 の地
方の劇場を調査したシュミットは、興行に関する基本的なデータを発表してい
る。そこには、公演期間や演目数、客席数、財政規模といったデータ項目に加え
て、次のような項目が、財政規模の項目の後ろに添えられているのが注目される。
いくつか例をあげてみたい。
アレイ・シアター（テキサス）
財政規模：219,713 ドル、客席の 85％で収支が合う
センター・ステージ（バルチモア）
財政規模：133,525 ドル、客席の 101％で収支が合う
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ミルウォーキー・レパートリー・シアター 総支出

シアトル・レパートリー・シアター 総支出

ガスリー・シアター 総支出

アリーナ・ステージ 総支出

図 2：リージョナルシアターの財政規模

1955‑80 年

出典：年次会計報告書、年次報告書、資金調達キャンペーン資料、助成金申請用資料等より作成。ただし劇場運営
に関係する支出のみで、劇場施設建設や増築、改築の費用、基本財産に関する支出等は含まれない。なお、ガス
リー・シアターの場合、会計年度の区切りが他のリージョナルシアターと異なるため、例えば 1963 年は、1962-63
年の項に表示することとした。図 2−A、B、C、D の出典も参照のこと。

チャールス・プレイハウス（ボストン）
財政規模：330,000 ドル、客席の 70％で収支が合う（9）
「客席の○○％で収支が合う（10）」との項目が、全国のリージョナルシアターの重
要なデータ項目の一つとしてあげられているのは、現在の時点から振り返ってみ
るならば、非常に奇妙にみえる。何故ならば、前項において述べたように、今
日のリージョナルシアターは興行収入以外にも寄付・助成等を得ており（図 1）、
客席の埋まり具合、すなわちチケットの売り上げをその主要な要素とする興行収
入のみによって劇場運営の収支を合わせることは、当初から期待されていないか
らである。では何故、このような項目が当時含まれていたのであろうか。以下、
四つのリージョナルシアターの事例に則して検討してゆくが、本節の結論を先に
述べておくならば、それは、1960 年代初頭までのリージョナルシアターにおい
ては、興行収入のみで財政を自立させることが運営の前提とされていたというこ
とである。当時は、現在のリージョナルシアターの財政構造にみられるような
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（図 1）、興行収入以外に寄付や助成を得て運営をおこなうという考えは存在して
いなかった。確かに、リージョナルシアターの創設者の多くは、ブロードウェイ
に代表される従来の演劇興行が営利追求に偏重しているとして、それに代わる新
しい演劇運動を興そうとの志を多かれ少なかれ抱いていた。しかしながら、1960
年代半ばまでのリージョナルシアターにおいては、多大な利益を上げないまで
も、ブロードウェイ興行同様に、劇場の運営費は興行収入のみで収支を合わせる
ことが運営目標とされていたのである。
そのような考えがリージョナルシアターの運営において優勢であった背景とし
ては、以下の三点が考えられる。第一に、アメリカ合衆国においては、ブロード
ウェイにおける演劇興行のように、プロフェッショナルな演劇興行が営利追求を
目的とするビジネスとして長らく成立してきたために、収益をあげない演劇興行
や劇場運営というモデルは、一般に馴染みがないものであったこと。第二に、当
時のリージョナルシアターにおいては、観客動員数が拡大を続けており、この調
子で多くの観客を獲得してゆけば興行収入のみで運営が成り立つとの楽観的な観
測が、リージョナルシアターの運営陣に共有されていたと思われること。その背
景としては、戦後の好況や大学教育の普及によって、「文化」が一般の関心事と
なる、いわゆる「文化の爆発」ブームが 1960 年代初頭のアメリカ社会に存在し
ていたことがあった（11）。第三に、実際に興行収入のみで財政を自立させている
リージョナルシアターが、当時存在していたことである。
以下では、リージョナルシアターの事例に則して、次の点を実証する。すなわ
ち、事例として取り上げる四つのリージョナルシアターは、創設の経緯、劇場の
規模、法人形態、運営方針等の点において非常に多様な性質を有していたが（表
1）、どのリージョナルシアターにおいても、1960 年代半ばまでは、興行収入の
みで財政を自立させることが運営目標とされていたという点である。
2‑A．アリーナ・ステージ
アリーナ・ステージは 1950 年、ジョージ・ワシントン大学演劇科の教授エド
ワード・マンガム（Edward Mangum）と、彼の教え子の一人であったゼルダ・
フィッチャンドラー（Zelda Fichandler）によって、ワシントン DC に創設され
た。当初は映画館を改造した 234 席のアリーナ型の劇場において活動していた
が、1956 年に元ビール工場の施設を改造した約 500 席の劇場に移り活動を拡大
し、1961 年には、ワシントン DC の南西地区、ポトマック川岸の現在の場所に
約 800 席の専用劇場を建設した。その後、514 席の中劇場と 180 席の小スペース
を増設し、最近では年間のべ約 250,000 人の観客動員を誇り、1,100 万ドル以上
の財政規模を有するに至っている。2006 年には、一億ドルを費やして現在の劇
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場施設を維持しつつ改修増築をおこなうという大規模な計画を発表し、2010−11
年のオープンを目指して、現在建設工事が進行中である（表 1）。
興行収入のみで財政を自立させるという 1960 年代前半までのリージョナルシ
アターの運営モデルに、運営実態が最も近い状態にあったのが、アリーナ・ス
テージであった。図 2−A は、1956 年から 1979 年までのアリーナ・ステージの財
政構造の変化を示したものである。これによると、1960 年代半ば頃までのアリー
ナ・ステージにおいては、興行収入が総支出をほぼ上回っていることがわかる。
この時期のアリーナ・ステージは、興行収入のみで運営を自立させており、運営
の黒字分からなる貯蓄も存在していた。
1961 年、アリーナ・ステージは専用劇場を新設し移転するが、その後の劇場
運営に関しても、これまで同様、興行収入のみで財政を自立させるとの運営目
標には変化はみられない。新劇場建設のための 1961 年の資金調達キャンペーン
（fundraising campaign）のパンフレットには、次のように記されている。
アリーナ・ステージは、興行収入のみで採算が合う運営をおこなっていま
す。これまでもずっと、そのような運営をおこない、すべての運営費を［外

興行収入
寄付金・助成金収入
総収入
総支出

図 2‑A：アリーナ・ステージの財政構造

1956‑79 年

出典：年次会計報告書および年次報告書、助成金報告書等より作成。
1957 年を基準として、インフレによる変動値を除いたドルの値で記した。ただし運営に関係する収支のみで、劇場
施設の増築や、基本財産に関する収支は含まれない。1966-67 年度より始まった教育関連のプログラム、およびそれ
の発展形態である Living Stage の活動に関しては、極力それ以前のデータとの整合性をもたすために、全て純益で
計算し、総支出に合算してある。1960-61 年度に関する寄付金・助成金収入のデータは、一貫したデータが入手でき
なかった。また、1976-77 年における興行収入の急な減少は、データの集計方法の変化によるものであり、実際の興
行収入の減少を反映したものではない。なお、1959-60 年度までのアリーナ・ステージの会計年度は 9 月 1 日から翌
年の 8 月 31 日、1960-61 年度以降は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日である。
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部からの］援助なしに賄ってきました。しかしながら、新しい常設劇場の建
設を可能にするために、アリーナ・ステージは一回限りの財政援助を必要と
（12）
しています。

このように、1960 年代初頭のアリーナ・ステージは、新しい劇場施設建設のた
めに寄付や助成（13）を募っていたが、劇場施設が完成した後の運営については、
これまで通りに興行収入のみで採算が合うとの見込みであり、寄付や助成は不要
であると考えていたのである。
1962 年、アリーナ・ステージは、当時芸術団体への助成を開始しつつあった
フォード財団によるレジデント・シアター（14）助成プログラムに選定され、劇場
施設建設の際の負債に充てる助成金を得ることになる。しかしそのプログラムに
おいても、アリーナ・ステージはその赤字を出さない運営実績によって、他の
リージョナルシアターがいずれは到達すべき目標として位置づけられていた（15）。
ところでアリーナ・ステージは、劇場施設建設のための土地や寄付・助成を得
るために、この間の 1959 年に、営利の株式会社から非営利法人へと改組してい
る。つまり、非営利法人となった後も上記のように、興行収入のみで財政的に自
立した運営をおこなうことを目指しており、実際に 1960 年代半ば頃までのアリー
ナ・ステージは、興行収入のみで総支出を賄える状態にあった（図 2−A）。この
ことは当時、非営利法人格を有するということが、即、寄付や助成に依存した運
営をおこなうことを意味するものではなかったことを示している。
いずれにせよ、創設から 1960 年代前半までのアリーナ・ステージは、法人形
態の変化とは無関係に、興行収入のみで運営費を賄うことを前提とした運営をお
こなっており、実際にそのような運営に成功していたということができる。
2‑B．ガスリー・シアター（16）
ガ ス リ ー・ シ ア タ ー の 建 設 は、 英 国 の 演 出 家 タ イ ロ ン・ ガ ス リ ー 卿（Sir
Tyrone Guthrie）らのアイディアから始まった。ブロードウェイの商業主義的な
演劇興行に限界を感じていた彼らは、ブロードウェイから遠く離れた地方都市
において、内外の古典劇を常設のレパートリー劇団によって上演するというプ
ロジェクトを計画した。そのプロジェクトに賛同した 7 都市の中から、1961 年、
ミネソタ州ミネアポリスが選定された。ミネアポリスでは、劇場誘致のための資
金調達キャンペーンが、地元企業や新聞社等を経営する地域の有力者らによっ
ておこなわれ、その結果 1963 年に、1441 席の新劇場がオープンした（17）。その
後、ガスリー・シアターは、ウオーカー・アート・センター隣の当初の場所から、
2006 年、ミシシッピー川岸の歴史的地区へと移転し、3 つの劇場を有する新施設
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をオープンした。現在、年間のべ 340,000 人以上の観客を動員し、その財政規模
は年間 2,400 万ドルを越えるものとなっている（表 1）。
このガスリー・シアターにおいても、興行収入のみで財政を自立させるべきで
あるという、当時のリージョナルシアターの運営目標は、1963 年の創設前から
共有されていた。1961 年頃に発行された、劇場の建設資金を求めるパンフレッ
トには、次のように記されている。
これは建設費を得るための、一度限りのキャンペーンです。劇場が建設され
た後は、更なる寄付をひろく募らずに、劇場と劇団の運営を成り立たせるこ
（18）
とができると考えています。

このようにアリーナ・ステージ同様、ガスリー・シアターの計画段階においても、
劇場施設が一旦完成した後の劇場運営に関しては、興行収入で賄うことができる
と考えられていたようである。またガスリー・シアターにおいては、創設一年目
の予算を組むにあたっても、当時黒字で運営されていたカナダのストラトフォー
ドのシェイクスピア・フェスティバルや、前出のアリーナ・ステージの予算編成
を参照しており、客席のキャパシティの 75％の観客動員を得られれば、ちょうど
収支が釣り合うと計算している（19）。このことからも、ガスリー・シアターの運営
においては、興行収入のみで採算がとれるとの計画であったことがわかる。
1962 年、ガスリー・シアターもまた、フォード財団による助成プログラムに
選ばれることになるが、その助成プログラムもまた、将来的には興行収入のみで
財政的に自立することを前提としたものであった。具体的には、最初の三年間
の運営赤字分は助成金で補填しつつ、一年目に客席のキャパシティの 60％、二
年目には 65％、三年目は 70％の観客動員を達成するというように、段階的に観
客動員を増やし、4 年目には収支が釣り合うと算出した 75％を達成して、ガス
リー・シアターが興行収入のみで自立した運営がおこなえる状態になることを目
的とする助成プログラムであった（20）。
1963 年に実際に開場すると、ガスリー・シアターは、当初から多くの観客を
動員し、興行的に成功を収めることとなった。観客動員のパーセンテージは、一
年目にはキャパシティの 78.2％、二年目に 74.4％、三年目は 69.0％となり、減少
しているが、これは公演回数を増やしたことによるものであり、実際の動員人数
は、この間伸び続けた。芸術監督に就任したガスリー卿や出演俳優の知名度も手
伝い、芸術的に高い評価を受けたことも要因の一つであったが、何よりも、地
元ボランティアの尽力によって、開場以前に 20,000 人以上の観客を定期予約会
員（subscriber）として確保したことが大きな要因であったと考えられる（21）。図
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興行収入
寄付金・助成金収入
総収入
フォード財団助成金を
除いた総収入
総支出

図 2‑B：ガスリー・シアターの財政構造

1963‑79 年

出典：年次会計報告書、年次報告書、資金調達キャンペーン資料、助成金申請用資料等より作成。
1963 年を基準として、インフレによる変動値を除いたドルの値で記した。ただし運営に関係する収支のみで、劇場
施設の増築や、基本財産に関する収支は含まれない。参考のため、フォード財団助成金を除いた総収入を併記した。
なお、1976 年までのガスリー・シアターの会計年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日、1977 年からは前年の 4 月 1 日から
その年の 3 月 31 日である。そのため、1977 年のデータには、前年と比較した際約 8 カ月の重復がある。

2−B は、1963 年から 1979 年までのガスリー・シアターの財政構造の変化を示し
たものである。これによると、フォード財団の助成プログラムの計画では、創設
四年目までに漸進的に財政を自立させてゆくことになっていたが、ガスリー・シ
アターの最初の三年間の運営赤字は、フォード財団の赤字補填用の助成金をほと
んど使用しなくてもよい規模に抑えられていたことがわかる。
このようにガスリー・シアターにおいては、1963 年の開場直前からフォード財
団による助成を受けることになったが、それはあくまでも運営の立ち上げを支援
し、将来の財政的自立をスムースに進めるための助成であった。また、ガスリー・
シアターの運営陣も、いずれは興行収入のみで財政を自立させることを前提に運
営を計画していた。また実際に開場すると、予想を上回る観客動員を達成したた
め、1960 年代半ばまでのガスリー・シアターにおいては、当初予定していた助
成金をほとんど使用せずに運営をおこなえる状態にあったということができる。
2‑C．シアトル・レパートリー・シアター
ガスリー・シアターが開場した約 5 ヶ月後、シアトル・レパートリー・シア
ターが、ワシントン州シアトルに開場した。1962 年に開催されたシアトル万博
が終了した時、万博跡地に 795 席の劇場が残された。その劇場を拠点に、常設劇
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団を創設しようとの機運が、市や地元企業のリーダーらを中心に高まることに
なった。当時ニューヨークのオフ・ブロードウェイ等で活躍していたスチュアー
ト・ヴォーン（Stuart Vaughan）が芸術監督として招聘され、内外の古典作品を
上演するレパートリー劇団が、1963 年に創設された。その後 1983 年、シアトル・
レパートリー・シアターは同じ万博跡地の敷地内で移転し、現在では同施設内に
3 つの劇場を擁している。年間のべ約 130,000 人の観客を動員し、財政規模は約
900 万ドルとなっている（表 1）。
シアトル・レパートリー・シアターにおいても、興行収入のみで財政を自立さ
せるべきであるという、当時のリージョナルシアター運営の目標は、創設当初か
ら共有されていたものであった。一年目に予想される運営赤字は、万博跡地の施
設を市から委託・管理する親組織が補償することになっていたが、当時の運営資
料には「長期的には興行のみで採算がとれる見通しである」と記されており（22）、
数年のうちには運営の採算が合い、興行収入のみで運営を自立させることが可能
であると考えられていたことがわかる。
しかしながら実際にオープンしてみると、観客動員が思うように伸びず、シ
アトル・レパートリー・シアターは赤字運営が続くことになった。図 2−C は、
1963 年から 1980 年までのシアトル・レパートリー・シアターの財政構造の変化

興行収入
寄付金・助成金収入
総収入
総支出

図 2‑C：シアトル・レパートリー・シアターの財政構造 1963‑80 年

出典：年次会計報告書および年次報告書、助成金報告書等より作成。
1963 年を基準として、インフレによる変動値を除いたドルの値で記した。ただし運営に関係する収支のみで、累積
赤字解消のために集められた資金や、基本財産に関する収支は含まれない。なお、シアトル・レパートリー・シア
ターの会計年度は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日である。
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を示したものである。これによると、一貫して興行収入が総支出を下回っている
ことがわかる。一年目は総支出の約 4 割もの赤字が生じ、予定通り、親組織がそ
れを補填したが、観客動員目標を高めに設定したことも赤字が生じた要因の一つ
であったと考えられる。しかし一年目の終わり頃、芸術監督のヴォーンはニュー
ヨーク・タイムズ紙掲載の記事の中で、
「芸術プロジェクトにとって、最初の一・
二シーズンが赤字運営になるのは正常なことで驚くことではない」と述べてお
り（23）、この時点では芸術監督も、一・二シーズン後には運営が黒字に転じると
の前提に立っていたように見える。
その後シアトル・レパートリー・シアターにおいては、二年目以降も 1960 年
代を通して赤字運営が続いたが、将来的には興行収入のみで財政を自立させるこ
とが可能になるとの考え方は、少なくとも 1960 年代の前半までは、シアトル・
レパートリー・シアターの運営陣によって共有されていたようにみうけられる。
例えば 1965 年には、次シーズンの予算の審議にあたって「将来的に 75％の客席
が埋まり黒字がでるようになれば、毎年の資金調達も必要なくなるだろう」との
楽観的な予測が、理事会で語られている（24）。
このように、1960 年代前半のシアトル・レパートリー・シアターにおいては、
興行収入のみでは赤字運営が続くことになったが、赤字は一時的なものであり、
いずれは黒字に転じるものと考えられていたようである。つまりシアトル・レ
パートリー・シアターにおいては、運営を興行収入のみで自立させるとの創設当
初の目標は、1960 年代半ば頃までは変わらずに存在していたと思われる。
2‑D．ミルウォーキー・レパートリー・シアター
ミルウォーキー・レパートリー・シアターの前身であるフレッド・ミラー・
シアターは、地元でアマチュア演劇の活動をおこなっていたメアリー・ジョン
（Mary Widrig John）らを中心メンバーとして、1953 年に創設された。彼女ら
は、当時地元企業ミラー社の社長であったフレデリック・ミラー（Frederick C.
Miller）を説得し、劇場建設のための資金調達キャンペーンを、地元において主
導してもらうことを取り付けた。しかし、キャンペーン期間中にミラーが不慮の
事故により急逝したため、新劇場は彼の名前を冠することになり、1955 年、映
画館を改装した 346 席のアリーナ型のフレッド・ミラー・シアターが、ウィス
コンシン州ミルウォーキーにオープンした。その後、市中心部に建設されたパ
フォーミング・アーツ・センター内の劇場に 1969 年に移動し、元発電工場施設
を改造した現在の劇場施設には、1987 年に移っている。現在、3 つの劇場を擁す
るその施設において、約 910 万ドルの財政規模で運営されている（表 1）。
ミネアポリスやシアトル同様、ミルウォーキーにおいても、興行収入のみで
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財政を自立させるべきであるという、当時のリージョナルシアター運営の目標
は、劇場の計画段階から共有されていたようにみうけられる。予算編成にあたっ
ては、当時興行収入のみで黒字で運営されていた、マーゴ・ジョウンズ（Margo
Jones）が運営するダラスの劇場の予算等が参照されている（25）。また、フレッ
ド・ミラー・シアターは創設時から非営利団体として計画され、運営されていた
が（表 1）、設立のための宣伝用資料には、「非営利劇場は興行収入で運営を自立
させることができる」と明記されており（26）、ここでもアリーナ・ステージ同様、
劇場が非営利団体であっても、寄付・助成は利用可能ではなく、運営は興行収入
のみで賄うことが目標とされていたことがわかる。
ところで、創設から 1960 年代初頭までのフレッド・ミラー・シアターの演目
は、ブロードウェイやハリウッドから招聘したスターを主役に据えたものが多
く、同時期のリージョナルシアターの演目と比較するならば、より娯楽的な色彩
の強い演目が多かった。図 2−D は、1955 年から 1979 年までのミルウォーキー・
レパートリー・シアターおよびその前身のフレッド・ミラー・シアターの財政
構造の変化を示したものである。これによると、1960−61 年までのフレッド・ミ
ラー・シアターは、ほぼ興行収入のみで運営されており、全体として累積赤字は
僅かな額にとどまっていることがわかる。当時のフレッド・ミラー・シアター

興行収入
寄付金・助成金収入
総収入
総支出

図 2‑D：ミルウォーキー・レパートリー・シアターの財政構造

1955‑79 年

出典：年次会計報告書、年次報告書、資金調達キャンペーン資料等より作成。
1955 年を基準として、インフレによる変動値を除いたドルの値で記した。なお、表記の年度のミルウォーキー・レ
パートリー・シアターの会計年度は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日である。
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は、興行収入のみである程度収支を釣り合わせることができる運営をおこなって
いたということができる。
しかし、リージョナルシアター運動が各地で盛んになるにつれて、他のリー
ジョナルシアターで上演されている、より芸術性の高い真面目な作品の上演を希
望する声が、フレッド・ミラー・シアターの理事会や地元の劇評家の中から聞か
れるようになった。そこで 1961 年秋より、フレッド・ミラー・シアターはニュー
ヨークのレパートリー劇団等を招聘して公演をおこなったが、急な運営方針の転
換に観客動員と収入は激減し（図 2−D）、しばらくは不安定な運営が続くことに
なった。その間の 1962 年、フレッド・ミラー・シアターはアリーナ・ステージ
やガスリー・シアターとともにフォード財団の助成プログラムに選定されるが、
運営の混乱等を理由に、当初二年間支給される予定であった助成を、一年で打ち
切られている。しかしスター中心の興行ではなく、演出家を招聘して内外の古典
作品や現代劇を上演するという方針は、その後もフレッド・ミラー・シアターに
おいて貫かれることになった。
このような状況下で、フレッド・ミラー・シアターの運営陣が、新しい運営方
針への転換後も、以前のように興行収入のみで運営を支えるべきであると考えて
いたかは、明らかでない点が多い。しかしこの時点でも、フレッド・ミラー・シ
アターには、創設時に集めた資金が一部手つかずのまま残っており（27）、当座の
運営が赤字であっても、直ちに他の財源を探さなくてはならないという危機感は
薄かったようにみえる。また、少なくとも地元においては、フレッド・ミラー・
シアターは今後も興行収入のみで運営してゆけるものとみなされていたようであ
る。地元の劇評家は、レパートリー劇団が興行収入のみで自立できるようになる
には三年かかるとの説をあげ、次のように述べている。
しかし、ミラーは最初から興行収入のみで自立しなくてはならない。確かに、
劇場を運営する非営利法人は相当な手持ち資金を有しているが、慈善団体で
はない。興行収入で運営費を賄わなくてはならない（28）。
このように、ミルウォーキー・レパートリー・シアターの前身であるフレッ
ド・ミラー・シアターにおいても、創設から 1961 年までは実際に興行収入のみ
で財政を維持しており、1961 年に運営方針を転換してしばらくの間も、興行収
入のみで財政を自立させるべきであるとの考え方が優勢であったということがで
きる。
以上、四つのリージョナルシアターについてそれぞれ検証してきたように、興
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行収入のみで財政を自立させるべきであるという、リージョナルシアターの運営
目標は、1960 年代の前半頃までは、リージョナルシアターの運営陣の間で共有
されていたと考えることができる。少なくとも 1960 年代初頭の時点において、
検討した四つの事例のうち、一つのリージョナルシアターがチケット収入を主と
する興行収入のみで運営を自立させており（アリーナ・ステージ）、二つのリー
ジョナルシアターが、興行収入のみでは赤字運営となることはあってもひとまず
多額の寄付金や助成金に依存せずに運営を維持していた（ガスリー・シアターと
フレッド・ミラー・シアター）。残り一つのリージョナルシアターにおいては、
実際には興行収入のみでは赤字運営となっていたが、それも一時的なものであ
り、いずれは興行収入のみで運営を自立させることが可能であるとの予測に立っ
た運営がなされていたといえる（シアトル・レパートリー・シアター）。
確かに、リージョナルシアターが拠点とする劇場施設の建設や改装にあたって
は、地元から寄付や助成を募り、実際に資金調達に成功した地域も存在していた。
しかし、その劇場施設が完成した後のリージョナルシアターの運営自体は、興行
収入のみで賄うことができるとの通念が存在していたのである。実際、同時期に
リージョナルシアターに対する本格的助成を開始したフォード財団も、そのよう
な通念に従い、リージョナルシアターが将来的には財政的に自立できるようにな
るまでの一時的な支援として、助成をおこなっていた。リージョナルシアター
において、1960 年代半ば頃までこのような運営目標が共有されていた背景には、
ブロードウェイのショウビジネスを典型例とする営利追求型の演劇興行モデルが
一般に普及していたこと、空前の文化ブームにより観客数は伸び続けるとの楽観
がリージョナルシアターの運営陣に共有されていたこと、そして、興行収入のみ
で運営を成立させているリージョナルシアターが実際に存在していたことがあっ
た。

３．リージョナルシアターにおける地元密着型財源への転換過程（1960 年
代半ば頃以降）
しかしながら、リージョナルシアターはチケット収入を主とする興行収入のみ
で運営を成り立たせるべきであるという考え方に、1960 年代半ば以降、次第に
変化がみられるようになる。本節においては、1960 年代半ば以降 1970 年代初頭
までの時期、すなわち、興行収入のみで運営を自立させるべきとの前提が崩れ、
地元の個人・企業・財団の支援による地域密着型の財源へと転換してゆく時期の
リージョナルシアターの運営について、検討をおこなう。
1966−67 年、リージョナルシアター等の非営利演劇団体の情報交換を目的と
す る シ ア タ ー・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ・ グ ル ー プ（Theatre Communications
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Group: TCG）によって、18 のリージョナルシアターに関する詳細な財政データ
の収集が初めておこなわれている。注目したいのは、データ項目の大見出しが表
2 に例示したような配列になっていることである（29）。特に目を引くのが、二行目
の興行収入と、四行目の「所得ギャップを埋める資金」（ここでは寄付金・助成
金収入を指している）との間に挟まれて存在する、三行目の「所得ギャップ」と
いう項目である。この「所得ギャップ」は、一行目の総支出から二行目の興行収
入を引いた値となっており、そのギャップを埋めるものとして、寄付金・助成金
収入が四行目に登場し、それを「所得ギャップ」から差し引いた最終的な収支が、
最終行に記されるという形になっている。
一体何故、このような奇妙な配列になっているのだろうか。通常であれば、収
入が最初の行に、次の行に支出が並び、そこからの差し引きが収支として三行目
に記されるという手順になる。しかし表 2 においては、初めに総支出が存在し、
それを賄うために興行収入が動員されるが総支出を賄いきれず、更に寄付金・助
成金によって埋め合わせるが、やはり赤字が残った、という手順になっている。
特に表 2 が奇妙に見えるのは、「所得ギャップ」の項目が、ここに取り上げた例
においては会計上マイナスの値となるにもかかわらず、一見マイナスとはみえな
いような表記になっているという点である。このようなデータの配列方法は、そ
の後 TCG の取りまとめたリージョナルシアター等の財政データの中で踏襲され、
現在でも使用されているものである。重要なのは、この 1966−67 年のデータが発
表された頃より、リージョナルシアターにおいては、興行収入のみで運営費を賄
うことは不可能であり、外部からの何らかの財政的支援が必要なのだとの声が聞
かれ始めるようになってきていることである。つまり、このようなデータ表記上
の変化は、リージョナルシアターの運営が興行収入のみでは赤字（マイナスの値）
となることが常態とみなされ、外部資金を前提とした運営へと転換してゆくとい
う変化と、連動したものであったということができる。
ところで、上記のデータの中で使用されていた「所得ギャップ」（income gap）
表 2：リージョナルシアターの財政データの一例

1966‑67 年

総支出

325,600 ドル

興行収入

178,200 ドル

所得ギャップ

147,400 ドル

所得ギャップを埋める資金：特に
使途に限定がない助成金や報酬

136,700 ドル

収支

−10,700 ドル

出典：本文註を参照のこと。ここではミルウォーキー・レパートリー・シア
ターのデータを一例としてあげた。
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という語は、ウィリアム・ボウモルとウィリアム・ボウエンによる著書『舞台芸
術：その経済的ジレンマ』（1966 年）の中で最初に使用されたものである。ボウ
モルらがその著書の中で述べている「所得ギャップ」の議論とは、以下のような
ものであった。すなわち、舞台芸術は手仕事中心の産業であり、生産性向上によ
る大幅な技術革新が望めないため、他の産業や物価上昇と比較した場合、経費が
相対的にかさむことになり、舞台芸術団体の運営においては、収入と支出との間
の「所得ギャップ」、すなわち赤字が否応なく拡大してゆくというものである（30）。
ボウモルらによるこの議論は、1960 年代後半以降のリージョナルシアター運営
に、大きな影響を与えることとなった。そのことは、本書が出版されて 1 年と数ヶ
月後に印刷されたと思われる、前出の表 2 の TCG によるデータに、
「所得ギャッ
プ」という語が既に使用されていたことからも伺うことができる。中でも大きな
インパクトを与えたのが、ボウモルらが赤字を「所得ギャップ」という語に言い
換えたことであった（31）。この言い換えによって、リージョナルシアター等の運
営で生じた赤字は、経営のまずさや支持基盤の薄さによるものではなく、経済的
な原理によって不可避的に生じるものであり、むしろ何らかの支援によって埋め
られるべき「ギャップ」なのであるとの印象を与えることが可能になったのであ
る。本節の冒頭で紹介した表 2 の TCG のデータは、そのような前提のもとに配
列されていたということができる。
後述するように、1960 年代当時のリージョナルシアターが、ボウモルらの「所
得ギャップ」の議論が適用できるような財政状態にあったのかどうかに関して
は、疑わしいものがあった。しかし彼らの議論は、リージョナルシアターにおい
ては興行収入のみでは運営を自立させることは不可能であり、従って、寄付や助
成といった外部からの支援が必要である、との考えに論拠を与えてくれるものと
して、ひろくリージョナルシアターの運営陣によって利用されることになったの
である。
このように 1960 年代半ば頃より、興行収入のみで運営を自立させるというリー
ジョナルシアター運営の前提が崩れるにつれて、その興行収入では賄えない不足
分を補うための何らかの支援が必要であるとの考えが、リージョナルシアター運
営において優勢になってきた。では当時、どのような外部資金が、リージョナル
シアターに利用可能であったのだろうか。1960 年代半ば時点において、リージョ
ナルシアターに開かれていた財源としては、以下のものが存在していた。すなわ
ち、①連邦政府による助成金、②州政府・地方政府による助成金、③フォード財
団やロックフェラー財団等の全国規模の財団による助成金、④全国規模の企業か
らの寄付金、そして⑤地元の個人や企業、財団からの寄付金や助成金である。こ
れらの財源を、分類して示したのが表 3 である。結論から述べるならば、1960
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表 3：興行収入以外にリージョナルシアターが利用可能な財源（1960 年代半ば頃）

政府
非政府

①
②
③
④
⑤

全国

地元

①

②

③④

⑤

連邦政府による助成金
州政府・地方政府による助成金
全国規模の財団による助成金
全国規模の企業からの寄付金
地元の個人や企業、財団からの寄付金・助成金

年代半ば以降、リージョナルシアターが辿ったのは、①〜④の財源が、興行収入
を補う主要な財源となる可能性が閉ざされてゆく過程であり、興行収入では賄え
ない運営の赤字分を、⑤の地元の個人や企業、財団からの寄付金や助成金、すな
わち地元政府以外の地元財源に頼るという財政構造へと転換してゆくという過程
であったということができる。
1960 年代前半には「文化の爆発」ブームが話題となり、表 3 の③のフォード
財団の支援も開始されて、急成長するリージョナルシアターの間では、観客が
増えてゆけば興行収入のみで運営を自立させることが可能になるであろうとい
う、ある種の楽観主義が存在していた。更に、1966 年の全米芸術基金（National
Endowment for the Arts: NEA）を通じた連邦政府による芸術団体への直接支援の
開始（表 3 の①）や、ボウモルらによる前述の著書の出版は、興行収入のみでは
赤字になるような劇場運営を是認する姿勢を打ち出しており、そのため、赤字分
に対する支援が今後は何らかの形で保証されるかのような期待を、リージョナル
シアターの運営陣に抱かせることになった。しかし実際には、政府の助成金をは
じめとする上記の表 3 の①②④の財源は伸び悩み、リージョナルシアターの主要
な財源となるには不十分であった。また、当初の一部のリージョナルシアターに
おいて利用可能であった表 3 の③の財源についても、以下本節で詳述するが、や
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はり縮小を余儀なくされてゆく。NEA の演劇部門の元スタッフによる 1970 年代
末時点での次のような発言は、当時の失望感をよくあらわしている。
リージョナルシアター運動が開始され、運動が発展していった時、［運動を
担っていた］主要なリーダーたちは、公的・私的な財源が何らかの奇跡的な
方法で組み合わさることで、我が国の最高の芸術資源をフル活用できるよう
な支援システムが、リージョナルシアターの発展とともに、同時にできあ
がってゆくものと信じていた。そこには、演劇活動の継続性という概念、す
なわち、アーティストとそれを支援するスタッフが揃っており、最も挑戦的
な作品をレパートリー制によって生み出すことができるような、本物の劇団
の成長発展という概念が、前提とされていた。この概念は、いつもはっきり
と打ち出されてきた訳ではなかったものの、それでも存在していた。しかし
私たちが既によく知っているように、結局、そのようにはならなかったので
（32）
ある。

このように、政府の助成金等によって運営を支えるという可能性がリージョナル
シアターに対して閉ざされていったという事実は、結局のところ、1960 年代初
頭の「文化の爆発」ブームがひとたび終息してしまうと、劇場および芸術団体一
般に対する、政府の助成金や全国規模の財団・企業による寄付金・助成金が、ア
メリカ社会においては主要な支援形態として定着しなかったことを示していたと
いうことができる。
その中で、1960 年代後半以降、リージョナルシアターの主要な財源として利
用可能であったのが、表 3 の⑤の地元の個人や企業、財団からの寄付金・助成金
と、それに加えて一部のリージョナルシアターにおいては、③のフォード財団か
らの助成金であった。そのため、最終的には地元個人・企業・財団から得た財源
（表 3 の⑤）に頼ることになるものの、当初、主としてフォード財団の助成金（表
3 の③）が利用可能であったリージョナルシアター（アリーナ・ステージとガス
リー・シアター）と、利用可能ではなかったリージョナルシアター（シアトル・
レパートリー・シアターとミルウォーキー・レパートリー・シアター）とでは、
その後の財政構造の転換の経緯が若干、異なることになった。前二者においては、
フォード財団等からの助成金によって赤字分を補うという段階を経て、1970 年
代初頭までには地元財源へと移行したが、後二者においては、フォード財団等の
助成金が当初から利用可能ではなかったために、1960 年代半ばから後半のあい
だに地元財源へと移行することになった。
以下では、四つのリージョナルシアターの事例に則して、次の点を検証する。
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すなわち、1960 年代半ば頃を境に、どのリージョナルシアターにおいても、興
行収入のみで運営を自立させるべきであるとの前提が崩れ始めるが、その後、外
部資金をどのように導入するかという紆余曲折を経て、地元の個人・企業・財団
より寄付・助成を得るための資金調達キャンペーンが開始され、リージョナルシ
アターの財政構造は、興行収入と地元個人・企業・財団から得た財源によって運
営を支えるという、現在みられる構造へと移行するという点である。
3‑A．アリーナ・ステージ
前節で述べたように、1960 年初頭までのアリーナ・ステージは、興行収入の
みで財政的に自立するという、多くのリージョナルシアターが目標としていた運
営モデルを、まさに体現する存在であった。それがどのようにして、興行収入の
みでは財政的に自立できないとの前提による運営へと移行していったのであろ
うか。1962 年以降より、アリーナ・ステージは施設の建設費のみならず運営に
対する助成を、フォード財団や NEA より得るようになっていた。そのうち 1962
年の助成プログラムに関連して、アリーナ・ステージの経営監督によるフォード
財団への報告書がいくつか残されている（33）。本セクションでは、まずこれらの
報告書を分析し、アリーナ・ステージにおいて運営に関する言説が、どのように
変化したのか検討したい。
アリーナ・ステージの 1963−64 年のシーズンに関する報告書においては、興行
収入のみで運営を自立させるという、これまでの運営目標が前提とされている。
実際の収支は、フォード財団等の助成金なしでは赤字になる結果となっているが
（図 2−A）、これは特別の臨時支出があったことによるもので、今後はこのような
事態にはならないと、報告書には述べられている。また今シーズン（1964−65 年）
については、チケット代の高い席を増やして興行収入を増やすことに成功してい
るため、
「全席完売した場合の 83％の興行収入を得られるならば、通常の収入［興
行収入のこと］のみで支出をちょうど賄うことができそうである。」と予測して
いる（34）。この報告書は 1964 年に書かれたものであるが、この時点のアリーナ・
ステージにおいては、臨時に赤字運営となることはあっても、今後も基本的には
興行収入のみで運営を続けるつもりであるとの姿勢をとっていることが伺える。
しかし、1967 年に書かれたアリーナ・ステージの 1965−66 年についての報告
書においては、赤字が避けられないとの論調に大きく転換していることがわか
る。実際、前のシーズン（1964−65 年）においては、興行収入の方が総支出より
も多く、黒字となっていたが、当該シーズン（1965−66 年）には総支出の方が興
行収入を上回る結果となっており、フォード財団等の助成金を充当しても赤字
となっている（図 2−A）。報告書によると、今後も興行収入を増やす努力を怠ら
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ないが、「アリーナ・ステージも、とうとう『所得ギャップのグループ』の一員
となったと結論づけなくてはならない」と結ばれており（35）、1967 年の時点では、
興行収入のみでは赤字は避けられないとの運営姿勢に変化していることがわか
る。その要因としては、近年リージョナルシアターの数が急速に増加したために、
昨シーズンと同レベルの給料では他の劇場と競合し、よい人材を得ることが難し
いため、給料の上昇が避けられないことがあげられている。なお、この報告書に
は草稿が残されており、草稿では『赤字運営グループ』と書かれていた箇所が、
清書では『所得ギャップのグループ』と書き直されている。赤字を「所得ギャッ
プ」と言い換える、ボウモルらによる前出の著書『舞台芸術：その経済的ジレン
マ』に倣ったものであると思われる（36）。実際、同時期にはアリーナ・ステージ
の理事会において、このボウモルらの著書が紹介され、著書のコピーが配布され
ている（37）。更に一年後の 1968 年に書かれた報告書では、「これまでの赤字につ
いては、何とかやりくりできた。主としてスタッフの人件費と材料費の上昇に
よって引き起こされる容赦ない経費の拡大は、興行収入によっては賄うことがで
（38）
きない。将来的には、何らかの助成金が不可欠であるように思われる。」
と結

論づけられており、興行収入のみでは赤字運営が避けられないのみならず、今後
は助成金が不可欠であると主張するに至っている。
このようにアリーナ・ステージにおいては、興行収入のみで運営を自立させよ
うとする方向から、赤字運営は避けられず助成金が恒常的に必要であるとの方向
へと、1967 年頃を境に、運営に関する言説を大きく転換させていることがわか
る。また、「所得ギャップ」という用語を使用し、一年前に出版されたボウモル
らの著書の議論を、赤字が避けられないことの論拠として意識的に使用していた
ことが伺える。
当時、アリーナ・ステージの財政構造はどのような状態にあったのだろうか。
ここで改めて前出の図 2−A で概観しておくと、アリーナ・ステージは 1950 年の
創設以来、劇場建設の際に得た寄付や助成を除いては、興行収入のみで自立的な
運営を続けてきたが、言説が変化する 1965−66 年頃を境に、興行収入のみでは総
支出を賄えない状態に転換していることがわかる。その後は、不足分を寄付金・
助成金収入で補っているものの、それでも足りず、これまでの貯蓄をとり崩す運
営をおこなっている。1961 年に新劇場施設に移動してからのアリーナ・ステー
ジにおいては、物価の上昇を考慮しなければ、興行収入の上昇は緩やかなものに
とどまっている。これは、観客動員が飽和点に達し、ほぼ一定数に留まっていた
ためであると考えられる。それに対し総支出のほうは、新劇場に移転した時点で
は興行収入よりも少ないものの、その後、物価上昇分を越えてコンスタントに上
昇し続け、1965−66 年に興行収入を上回るに至っている。
― 417 ―

何故、総支出が興行収入よりも速いペースで増加しているのだろうか。通常、
リージョナルシアターの経費の大部分は、俳優と技術スタッフの人件費で占めら
れているが、アリーナ・ステージにおいても同様であった。この事実は一見、競
争等によって人件費を上げざるを得ないとする経営監督によるフォード財団への
報告書の論理や、収入よりも速いペースで支出が上昇するというボウモルらの
「所得ギャップ」の議論を裏付けているかのように見える。しかしアリーナ・ス
テージにおいては、そのギャップは主として、1960 年代の前半はフォード財団、
1960 年代の後半からはそれに加えてロックフェラー財団や NEA からの助成金に
よって賄われていた。この事実からもわかるように、アリーナ・ステージの場
合、経費を上げざるを得ないために「所得ギャップ」が生まれたというよりは、
助成金が入ってくることを見越して経費を拡大することで「所得ギャップ」を自
ら創り出したと考えるのが、自然であるように思われる（39）。特に、1967−68 年と
1968−69 年の総支出の上昇は、創設者の一人であるゼルダ・フィッチャンドラー
が長年実施したいと考えていた、レパートリー制による公演形態を導入したこと
によるものであった（40）。従って、アリーナ・ステージにおいては、当初は興行
収入のみで運営を自立させることが可能な状態にあったが、助成金が得られる
ようになると、その分、経費を拡大してゆき、その結果、1965−66 年頃を境にし
て、フォード財団等の助成金に依存する財政構造に変化してゆくことになったと
考えられる。図 3−A は、1956 年から 1979 年までのアリーナ・ステージの収入内
訳を示したものである。これによると、1960 年代後半のアリーナ・ステージは、
興行収入、およびフォード財団とロックフェラー財団の助成金（表 3 の③）、そ
して部分的には NEA による連邦政府助成金（表 3 の①）という財源に頼ること
で、興行収入で賄えない赤字分を補うという財政構造に変化していったことがわ
かる。
しかし更に 1970 年、これまで支援をおこなってきたフォード財団が、地元か
ら寄付や助成を募るという資金調達の努力なしには、今度のアリーナ・ステージ
への助成は最後の助成になると伝えてきたのである（41）。フォード財団のこのよ
うな助成方針の変化は、主として財団の助成金事業に充てられていた財団資産の
利子が不況によって目減りし、以前のような規模で助成をおこなえなくなってき
たことが背景にあった（42）。このようなフォード財団による事実上の助成打ち切
りによって、アリーナ・ステージは、表 3 の③の財源に代るものとして唯一利用
可能であった、⑤の地元の個人・財団・企業からの寄付金・助成金を得るための
資金調達を余儀なくされることとなった。
アリーナ・ステージが位置しているワシントン DC には、私企業が少ないのみ
ならず、ケネディ・センターやコーコラン・ギャラリーなど、富裕層の大口寄付
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からの寄付金・
助成金
大口の財団助成金

図 3‑A：アリーナ・ステージの収入内訳
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1956‑79 年

出典：年次会計報告書、年次報告書、資金調達キャンペーン資料、助成金申請用資料等より作成。
ただし運営に関係する収入のみで、劇場施設の増築の資金、基本財産に関する寄付金・助成金等は含まれない。アリー
ナ・ステージの場合の「大口の財団助成金」とは、2,500 ドル以上の助成金を指す。この中にどの程度地元財団の助成金
が含まれているか、分離できなかったため、全て一括して「大口の財団助成金」として別項目にあげた。従って、地元
からの資金はこのグラフにみられる「地元個人・企業からの寄付金・助成金」の項目よりも、多い可能性が高い。また、
1966-67 年度より始まった教育関連のプログラムおよびそれの発展形態である Living Stage への助成金は、本データには
含まれていない。なお、1959-60 年度までのアリーナ・ステージの会計年度は 9 月 1 日から翌年の 8 月 31 日、1960-61 年
度以降は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までである。

を引きつける芸術団体が存在している等、他のリージョナルシアターと比較した
場合、地元における資金調達キャンペーンをおこなうには不利な条件が多く存在
していたのは事実である。しかし、アリーナ・ステージの創設者の一人であるゼ
ルダ・フィッチャンドラーが寄付者による劇場運営への介入を警戒していたこと
や（43）、以前の劇場建設の際の資金調達キャンペーンの結果が思わしくなかった
ことも、地元からの財源に頼ることにアリーナ・ステージが消極的になる要因と
なっていた。しかし、フォード財団による事実上の助成打ち切りの通達によって、
1970 年より主として理事会メンバーからの寄付を募り始め、1971−72 年のシーズ
ンからは、観客等を対象に広く寄付・助成を募り始めた。その結果、アリーナ・
ステージは、地元個人・企業・財団から得た財源（表 3 の⑤）、および興行収入
を主要な財源とする財政構造に転換することとなった。図 3−A によると、1970
年代以降、NEA による連邦政府助成金（表 3 の①）も一定の割合で存在してい
るものの、大きな変化は、フォード財団からの助成（表 3 の③）に代わって、
1970 年代初頭に地元個人・企業からの寄付金・助成金（表 3 の⑤）の項目が登
場し、割合が増加している点にあることがわかる。
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3‑B．ガスリー・シアター
前述したように、ガスリー・シアターは創設時よりフォード財団の助成金を得
ていたが、その助成は、興行収入のみで自立的な運営を目指すための支援という
位置づけにあり、また、運営陣も興行収入のみで自立できるとの前提に立った予
算編成をおこなっていた。実際、創立三年目までのガスリー・シアターは、立ち
上げ資金の存在や、地元の盛り上がり等のおかげで運営赤字が抑えられ、ほと
んど助成金を使う必要がない状態にあった。しかし 1960 年代半ば頃より、ガス
リー・シアターにおいても、そうした運営状態に変化がみられるようになる。前
出の図 2−B によると、4 年目の 1966 年以降、フォード財団助成金を除外した総
収入を、総支出が大きく上回っている。ガスリー・シアターは、興行収入のみで
は経費を賄えず大幅な赤字に転じ、結果として 1966 年から 1970 年まで、毎年の
経費の赤字分の大部分を、フォード財団の助成金によってカバーすることで、収
支をつり合わせていることがわかる（図 2−B）。図 3−B は、1963 年から 1975 年
までのガスリー・シアターの収入内訳を示したものであるが、ここからも、1960
年代後半のガスリー・シアターが、興行収入の不足分を主としてフォード財団の
助成金によって補っていたことがわかる。興行収入のみで自立を目指し、当初は

興行収入
フォード財団助成金
ロックフェラー財団
助成金
NEA
州政府助成金

地元個人・企業・財団
からの寄付金・助成金
その他

図 3‑B：ガスリー・シアターの収入内訳

1963‑75 年

出典：年次会計報告書、年次報告書、資金調達キャンペーン資料、助成金申請用資料等より作成。
ただし運営に関係する収入のみで、劇場施設の増築の資金、基本財産に関する寄付金・助成金等は含まれない。1963 年
のフォード財団の助成金は、開場前の準備時期にかかる費用に対して与えられた助成金であり、興行に対する助成金では
ない。1968 年と 1969 年の「その他」は、ニューヨークとロサンゼルスへのツアーと、セントポールでの公演に対する一
回限りの助成金である。なお、表記の年のガスリー・シアターの会計年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日である。
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それが可能であるかに見えたガスリー・シアターであったが、1960 年代半ば頃
には、運営の赤字分については、フォード財団の助成金に依存するという財政構
造に変化していったのである。
4 年目の 1965 年に大幅な赤字が生じた背景には、演目と公演回数を増やした
ために経費が増加したこと、および 3 年間の約束で芸術監督に就任したガスリー
卿が退き、開場時の物珍しさが薄れたこと、そしてチケット価格を上げたために
観客動員が減ったことがあったと考えられる。5 年目には、本公演の観客動員数
は再び増加に転じているが、興行収入のみでは運営が賄えないという状態は、そ
の後も続くことになった。このように、当初ほぼ興行収入のみで自立できるかに
見えたガスリー・シアターであったが、創立当初のブームが去ってしまうと、次
第に何らかの外部資金なしには運営が難しいという状況になってきたのである。
ガスリー・シアターにおいては、同時期の 1960 年代後半頃より、予算の編成
方法にも変化がみられるようになっている。1966 年の予算では、ごくわずかな
赤字が計上されることが予定されていたが（44）、助成金がなくとも、これまでの
蓄えで充分やってゆける規模であった。しかし 1967 年の予算編成では、興行収
入のみでは経費の 26％もの赤字がでるような予算が、当初から組まれている（45）。
そのような予算組みが避けられないのは、創設時と比べ競合するリージョナルシ
アターが増えたために、よい俳優を起用するには給料水準を上げなくてはならな
いからであるとの説明が、理事会でなされている。しかし実際には、このよう
な赤字を前提とした予算組みがガスリー・シアターにおいて可能であったのは、
1967 年からフォード財団の助成を再び受けられるとの見込みを、運営陣が得て
いたことによると考えられる（46）。理事会メンバーや経営責任者が交代し、創設
時を知る者が少なくなったこともあるが、ガスリー・シアターの創立当初、興行
収入のみで運営を自立させるという目標が存在していたことは、この時点では完
全に忘れ去られ、興行収入のみでは赤字運営になるとの前提に立っているように
みえる。1966 年頃には、「芸術の存続のためには資金援助が必要」と題して、出
版されたばかりのボウモルらの著書について報じる地元紙の新聞記事のコピー
が、理事会の配布資料として用意されており（47）、舞台芸術団体は「所得ギャッ
プ」が避けられないために財政支援が必要であるとのボウモルらの議論は、ガス
リー・シアターの運営陣にも知られていたようである。
このようにガスリー・シアターは、1962 年に続いて 1967 年にも、フォード財
団より助成金を得ているが、その際の申請書にも、運営方針に対する意識の変化
をみることができる。前項で述べたように 1962 年の助成プログラムは、将来的
に「興行収入のみ」での運営を目指すための助成であった。しかし 1967 年のプ
ログラムにおいては、将来的に「地元財源のみ」での運営を目指すための助成を
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申請しており、助成を得るにあたってのガスリー・シアターの運営目標が変化し
ていることがわかる。1967 年の申請書には、「五年後［助成期間の後］には、ミ
ネソタ・シアター・カンパニー［ガスリー・シアターのこと（48）］は、教育プロ
グラムへの連邦政府の助成を除いては、ミネソタ州外の支援から自立できると考
えている。」との運営目標が記されている（49）。今回、ミネソタ州外のフォード財
団に助成金をあえて求める理由としては、本来であれば運営の赤字分について
は、地元における資金調達キャンペーンによる寄付や助成によって賄うべきであ
るが、現在、劇場施設の増築のための資金調達キャンペーンをおこなっているた
めに、更なる寄付・助成を地元において募ることが難しいことがあげられてお
り、そのため、フォード財団の助成を一時的に必要としていると述べられている。
このようにガスリー・シアターにおいては、1967 年の時点では既に、興行収入
による運営の自立という目標は取り下げられ、代わりに、将来的には地元におけ
る資金調達をおこない、地元財源のみで自立すべきである、との目標に転換して
いたことがわかる。フォード財団においても、この 1967 年の助成方針の変更に
関連して、「五年前［1962 年］には、演劇グループは他の舞台芸術とは異なり、
数年間試行錯誤すれば、興行収入で収支の帳尻を合わせることが可能になるだろ
うとの希望があった」が、今は状況が異なってきているとする観測が、財団の内
部資料に残されている（50）。また、興行収入のみでリージョナルシアターの運営
を自立させるのは難しく、今後の支援は財団からではなく地元から来るべきと述
べられており、財団側にも助成方針の転換が意識されていたことがわかる。
このようにガスリー・シアターにおいては、実際の運営レベルにおいても、運
営に関する言説のレベルにおいても、1966−67 年頃より、興行収入のみで運営を
自立させることを断念するようになったことがわかる。また、興行収入では不足
する運営の赤字分については、地元における資金調達によって賄うべきであると
の目標を立てていたが、実際には、フォード財団の助成金の存在を前提とした運
営をおこなっていた。従って、この時点でのガスリー・シアターは、興行収入、
および全国規模の財団からの助成金（表 3 の③）という財源によって、主に運営
されていたということができる。
しかし前述したように、ガスリー・シアターにおいてもフォード財団は、今後
の支援は財団からではなく地元財源から得るべきとの方針のもとに、恒常的な助
成を打ち切る方向で動いていた。1960 年代末、ガスリー・シアターはフォード
財団より、地元からの資金調達の努力なしには、これ以上の助成の申請は受け付
けられないとの通告を受けている。1968 年にフォード財団からガスリー・シア
ターに送られた次年度の助成金更新に関する文書には、次のように明言されてい
る。
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（前略）…フォード財団はいかなる意味においても、現在の助成プログラム
の終了後、運営赤字に対する更なる支援をお約束することはできません。あ
なたがたもご存じのように、少なくとも財団の立場としては、現在の助成
は、劇場の理事会が資金調達キャンペーンを毎年おこない、運営赤字を地元
資金によって完全にカバーできるようになるまでの、単なる橋渡しの助成で
あると考えて支給してきました。舞台芸術分野におけるフォード財団の活動
に対するプレッシャーはますます高まりつつあり、一つの団体の運営費へ定
期的な支援を長期間にわたっておこなうことは、どのような全国規模の財団
であってもできないという事実に、我々は特別の注意を払わなくてはならな
（51）
い状況に置かれています。

このようにガスリー・シアターにおいても、アリーナ・ステージ同様、1960 年
代末のフォード財団による事実上の助成打ち切りによって、運営費に充てるた
めの寄付・助成を地元から広く募る資金調達が開始されることになった。ガス
リー・シアターにおいては、1968 年より理事会を中心とした小規模な資金調達
キャンペーンが、1971 年よりは観客等を対象にした広汎な資金調達キャンペー
ンが始められている。その結果、これまでフォード財団の助成金に依存してい
た運営費分を、地元からの寄付・助成によって賄うことに成功した。図 3−B に
よると、1970 年代初頭を境にして、興行収入および、地元の個人・企業・財団
からの寄付・助成を主要な財源とする財政構造に転換していったことがわかる。
1970 年代初頭に、フォード財団の助成金（表 3 の③）と入れ替わる形で、地元
個人・企業・財団からの寄付金・助成金（表 3 の⑤）の割合が増加し、収入全体
の 2−3 割もの規模となっている。
3‑C．シアトル・レパートリー・シアター
前述したようにシアトル・レパートリー・シアターにおいては、創設当初から
赤字運営が続くことになったが（図 2−C）、1965 年の時点においても、いずれは
興行収入のみで運営できると考えられていたようである。ところでシアトル・レ
パートリー・シアターにおいては、創立後比較的早い時期から、興行収入以外の
財源として、地方政府や州政府による助成金（表 3 の③）が存在していた。しか
しそれらは、シアトル市の周辺地域における夏期の無料巡回公演や、高校生を対
象とした公演に対する助成に限定されており、本公演への助成はおこなわれてい
なかった。またシアトル・レパートリー・シアターにおいては、フォード財団と
の接触もあったものの、助成を得るには至らず、大型の助成金も特に見込めな
い状態にあった。そのため、既に二年目の 1964−65 年には、地元の個人や企業
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から寄付や助成を募る最初の資金調達が、理事会メンバーによって始められて
いた（52）。しかし当初は、主に理事会メンバーが小規模におこなっているのみで、
そのため、赤字を埋めるだけの寄付が集まらなかった。従って、実際の運営にお
いては当座の支払いにも困るという事態に陥り、1966 年初頭までは主として当
時の理事会会長が保証人となり、銀行からの借金で賄っていたという（53）。
このようにシアトル・レパートリー・シアターにおいては、前二例のリージョ
ナルシアターと比べ、比較的早い段階で地元における資金調達を開始しており、
地元の寄付・助成に頼る運営に移行したと考えられる。だが、運営に関する言説
のレベルにおいては、前節で述べたように、1965 年頃までは、赤字運営やそれ
に伴う資金調達は一時的なものと考えられていた。そのため、いつの時点におい
て、いずれは興行収入のみで運営できるとの当初の前提が、やはり興行収入のみ
では運営できず、不足分は毎年の資金調達によって地元から獲得するべきである
との前提へと転換したのか、明確でない部分も多い。シアトル・レパートリー・
シアターにおいては、創立当初のもの珍しさが薄れるにつれ、5 年目の 1967−68
年をピークとして、その後、観客動員が減少している。そのため実態としては、
芸術監督の頻繁な交代も手伝って、緊急避難的な一時的な処置として地元から寄
付や助成を募っているうちに、いわば、なし崩し的に毎年の資金調達キャンペー
ンが恒常的なものとして定着していったようにみうけられる。
実際、最初の本格的な体裁の資金調達キャンペーンのパンフレットとして印刷
された 1967−68 年用のパンフレットには、舞台芸術は機械化が望めない手仕事の
産業であるために経費がかかるという、ボウモルらの議論が引用されており、こ
れまでの過去 4 年間の資金調達キャンペーンのデータも掲載され、キャンペー
ンが毎年おこわれる活動であることが示唆されている（54）。このことからも恐ら
く 1967−68 年頃までには、地元からの資金調達は、一時的なものではなく恒常
的なものであるとの認識が定着したと考えられる。図 3−C はシアトル・レパー
トリー・シアターの 1963 年から 1975 年までの収入内訳を示したものであるが、
1964−65 年より、地元の個人・企業・財団からの寄付金・助成金の項目（表 3 の
⑤）の割合が伸び始め、主要な財源となっていることがわかる。なお、1970−71
年より UAF という項目が登場するが、後述のミルウォーキー・レパートリー・
シアターの項において詳しく述べるように、これも本質的には地元の個人・企
業・財団からの寄付金・助成金である。そのため 1960 年代半ば以降、シアトル・
レパートリー・シアターにおいても、興行収入と、地元個人・企業・財団からの
寄付・助成（表 3 の⑤）とを主要な財源とする財政構造が、定着していったとい
うことができる。
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興行収入

NEA
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地方政府助成金
地元個人・企業・財団
からの寄付金・助成金

図 3‑C：シアトル・レパートリーシアターの収入内訳
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1963‑75 年

出典：年次会計報告書、年次報告書、資金調達キャンペーン資料、助成金申請用資料等より作成。
ただし運営に関係する収入のみで、累積赤字解消のための資金、基本財産に関する寄付金・助成金等は含まれない。
1963-64 年の「その他」の項目は、親組織であるセンチュリー 21 センターによる運営赤字補填のための助成金である。
UAF（United Art Fund）とは、ミルウォーキー・レパートリー・シアターの UPAF と同様の目的でシアトルにおいて設
立された団体である。本文を参照のこと。なお、シアトル・レパートリー・シアターの会計年度は 7 月 1 日から翌年の 6
月 30 日である。

3‑D．ミルウォーキー・レパートリー・シアター
前述したように、ミルウォーキー・レパートリー・シアターの前身であるフ
レッド・ミラー・シアターにおいては、1961 年に運営方針を転換して以来、実
際には赤字運営が続いていたが、創設時の資金やこれまでの興行収益等の貯蓄が
存在していたために、外部財源導入の必要性はさほど切実ではなかったと考えら
れる。また地元においても、フレッド・ミラー・シアターは従来通り興行収入の
みで運営できると考えられていたようである。運営方針転換直後のフレッド・
ミラー・シアターにおいて、興行収入以外に利用可能であった財源としては、
フォード財団による助成金（表 3 の③）が存在していたが、既に一年で打ち切ら
れており、更に 1964 年 4 月には、当初期待していたフォード財団による助成再
開の可能性がないことが確定することになった（55）。このフォード財団の助成打
ち切りに至る経緯は地元紙に大々的に報じられることとなり、当時のフレッド・
ミラー・シアターのプロデューサーによると、助成打ち切りによって逆に、地元
における劇場支援の機運が高まったという側面も存在していたという（56）。
1964 年 6 月 30 日、フレッド・ミラー・シアターの理事会は、ミルウォーキー
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市当局によって当時建設が推進されていたパフォーミング・アーツ・センターへ
の入居が決定したと発表した。同時に、フォード財団から支給されるはずであっ
た助成金と同額の寄付金・助成金を地元から集めるキャンペーンを実施すると発
表して、地元における最初の本格的な資金調達に乗り出すことになった（57）。ま
た、この発表とほぼ同時期に、フレッド・ミラー・シアターはミルウォーキー・
レパートリー・シアターへと改称している（58）。劇場名の由来が次第に忘れられ
るにつれ、劇場がミラー社の所有であるとの誤解を、地元において受けるよう
になっていたという（59）。そのため、他のリージョナルシアターの名前を参考に、
地域の劇場であろうとする運営方針に合致した新たな名称が選ばれることになっ
たと考えられる。一ヶ月後、キャンペーンは成功裏に終了した（60）。同年 11 月に
は、翌年の資金調達キャンペーンを組織的におこなうために、ミルウォーキー・
レパートリー・シアターの理事会メンバーによって財政委員会が組織され（61）、
資金調達は一回限りのイベントではなく、毎年継続しておこなわれるものである
との前提が定着しつつあったことが伺える。
更に 1966 年には、ミルウォーキー・レパートリー・シアターを含む、前述の
パフォーミング・アーツ・センターに入居予定の 7 つの舞台芸術団体によって、
舞台芸術共同基金（United Performing Arts Fund: UPAF）が結成された。これに
より、従来、各種の地元舞台芸術団体が個々別々におこなっていた資金調達キャ
ンペーンが統合され、毎年、UPAF が主体となり共同で地元の個人・企業・財団
から寄付や助成を募る資金調達キャンペーンをおこなうという方式が定着するこ
とになった（62）。後にシアトル等の他の地域においても、同種の団体が設立され
るようになるが、ミルウォーキーの UPAF は比較的早期に結成されており、個々
の運営方針や財政状態の違いを超えて、地元舞台芸術団体が統一的な資金調達に
成功した好例となっている。
ミルウォーキー・レパートリー・シアターにおいても、シアトル・レパート
リー・シアター同様、1960 年代初頭から赤字運営が続いており、芸術監督の辞
任等の運営上の混乱もあった。そのため、興行収入のみでは運営が成り立たない
との認識が運営陣にいつ頃生じたかは、明確ではない点が多い。しかし、上記
の 1964 年の資金調達キャンペーンの成功と財政委員会の創設を境に、地元から
の寄付・助成を募る資金調達は毎年おこなわれるようになっており、興行収入の
みで不足する分は毎年地元での資金調達によって集めるという方法が、この頃よ
り定着していったと考えられる。1966 年の UPAF の創設および UPAF へのミル
ウォーキー・レパートリー・シアターの参加は、リージョナルシアターも交響楽
団やオペラ劇場と同様に、地元からの寄付・助成を毎年必要としているとの認
識が、地元において定着したことを示すものであったと考えられる。図 3−D は、
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図 3‑D：ミルウォーキー・レパートリー・シアターの収入内訳

1955‑70 年

出典：年次会計報告書、年次報告書、資金調達キャンペーン資料等より作成。
表記の年度のミルウォーキー・レパートリー・シアターの会計年度は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日である。

ミルウォーキー・レパートリー・シアターの 1955 年から 1970 年までの収入内訳
の変遷を示したものである。データ不足により不明な年もあるが、1963−64 年に
フォード財団の助成金（表 3 の③）と入れ替わるようにして地元個人・企業・財
団からの寄付金・助成金（表 3 の⑤）の割合が増加しており、更に 1966−67 年
以降は UPAF の統一的な資金調達によって得た地元からの寄付金・助成金（表 3
の⑤）が、興行収入に次ぐ最大の財源となっていったことがわかる。

結語―リージョナルシアターの公共性
以上、四つのリージョナルシアターにおける運営方針と財政構造の変遷を中心
に検討してきた。このようにリージョナルシアターは、1960 年代初頭から 1970
年代初頭にかけて、その運営方針・財政構造を変化させつつも、最終的に地域と
いう支援基盤を見出すことで、現在見られるような財政構造、すなわち興行収入
と地元の個人・企業・財団からの寄付・助成とを財源とする財政構造を確立して
いったことがわかる。これらの流れを模式的に示したのが、表 4 である。縦軸が
興行収入の他に利用可能であった財源、横軸が運営目標となっている。この表を
参照しつつ、リージョナルシアターの運営の変遷について以下の二点を確認し、
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表 4：リージョナルシアターの運営目標と財源の変化
運営目標

フォード財団等
地元の寄付金・助成金

興行収入以外の財源

S/S

not S/S

Ⅰ
A
1960 年代前半まで

Ⅲ
1960 年代後半以降

1960 年代末〜 1970
年代初頭以降
Ⅱ
B
1960 年代初頭〜
前半まで

Ⅳ
1960 年代半ば〜後半
以降

S/S：興行収入のみで運営を自立させることができる（self-sustaining）
not S/S：興行収入のみで運営を自立させることができない（not self-sustaining）
A グループ：アリーナ・ステージ、ガスリー・シアター
B グループ：シアトル・レパートリー・シアター、ミルウォーキー・レパート
リー・シアター

まとめに代えたい。
第一に、リージョナルシアターの運営目標が、1960 年代半ば頃を境に転換し
ていったということである。その転換とは、興行収入のみで運営を自立させる
（self-sustaining）べきである、という目標から、興行収入のみでは運営を自立さ
せることができず（not self-sustaining）、何らかの外部財源を前提とするという
目標への転換であった。表 4 においてこの転換は、左半分から右半分部分への
移動によって示されている。利用可能であった財源別に、アリーナ・ステージ
とガスリー・シアターを A グループ、シアトル・レパートリー・シアターとミ
ルウォーキー・レパートリー・シアターを B グループとに分類した場合、A グ
ループにおいてはフォード財団等からの助成金、B グループにおいては地元の寄
付金・助成金という財源が、1960 年代を通して利用可能であった。注目したい
のは、運営目標の転換によって、それらの財源の利用方法も変化しているという
点である。A グループにおいては、当初フォード財団等からの助成金は、興行収
入のみでの運営の自立（self-sustaining）を前提とした助成であったが（表 4 の
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Ⅰ）、やがて、興行収入のみでは経費を賄えず（not self-sustaining）、助成によっ
て運営赤字を補填する（表 4 のⅢ）という方向へと転換していた。また、B グルー
プにおいては、地元からの資金調達を比較的早期に始めていたが、資金調達は緊
急避難的な一時的なものと考えられ、いずれは興行収入のみで運営を自立させる
（self-sustaining）ことが前提とされていた（表 4 のⅡ）。しかし、興行収入のみ
では運営を自立させることが難しく（not self-sustaining）、資金調達は運営赤字
を補うために恒常的におこなうべきものであるとの認識に至ることになる（表 4
のⅣ）。このような運営方針上の認識の転換は、財政データのみからは読み取る
ことはできない。しかし本稿においては、財政資料とあわせて、助成金の申請書
や理事会資料等を分析することによって、リージョナルシアターにおける運営目
標の転換が、1960 年代半ばあたりを境におおよそ 1964 〜 68 年の間に生じたこ
とを跡づけることができた。すなわちリージョナルシアターは、興行収入のみで
運営を自立させるという、アメリカ合衆国の演劇興行において長らく主流であっ
た運営モデルから、興行収入のみでは自立できず、運営赤字を補填するための外
部財源を前提とするという、新たな運営モデルへと、この時期に転換していった
ということができる。
第二に、どのリージョナルシアターにおいても、興行収入、および地元の個
人・企業・財団からの寄付・助成を主要な財源とする地元密着型の財政構造が、
1970 年代初頭までに確立されたという点である。表 4 においてはこの事実は、
前出の A グループと B グループ、どちらのグループに属するリージョナルシア
ターも、最終的には IV に至っていることで示されている。辿った経路は異なる
ものの、どちらのグループも興行収入のみでは運営を自立させることができず、
地元個人・企業・財団から資金を得るという運営形態へと収束していったことが
わかる。ただし、A グループと B グループとでは、そこに至るまでの過程が若
干異なっている。この点については、以下でフォード財団の役割について述べる
時に詳述するが、ここでは、A グループを B グループと比較した場合、B グルー
プが表 4 のⅣに比較的早期にスムースに移行したのに対し、A グループにおいて
は、表 4 のⅢという迂回路を通る形で表 4 のⅣに至っていることを確認しておき
たい。いずれにせよ、興行収入のみで運営を自立させることができないという事
態に直面した時、リージョナルシアターがその存続のために最終的に頼ることが
可能であった財源は、地元の個人・企業・財団からの寄付・助成であったという
ことができる。興行収入、および地元の寄付・助成を主な財源とする、現在の
リージョナルシアターの地元密着型の財政構造は、1960 年代半ばから 1970 年代
初頭のあいだに確立されたということができる。
本稿はあくまで、四つの事例を通してリージョナルシアター運営の実態および
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言説上の変化の過程を明らかにすることを目的としており、その変化が何によっ
て生じていたのかを明らかにすることは、今後さらに個々の事例に分け入り検討
する必要があり、本稿のような小論では取り扱うことができなかった。しかし、
その過程において、今後のリージョナルシアター研究および非営利芸術団体研究
の文脈において、いくつかの重要な示唆をも得ることができたと思われる。以下、
三点ほど述べておきたい。
第一に本稿は、リージョナルシアターの存続に関してフォード財団が果たした
役割について、これまでの一般的通念を改変することを迫るものである。フォー
ド財団、とりわけ当時財団の人文・芸術部門のディレクターであったマクニー
ル・ロウリイ（W. McNeil Lowry）は、従来、リージョナルシアターの発展に最
も影響を与えた個人という評価を受けてきた（63）。確かに、リージョナルシアター
というジャンルの形成期において、フォード財団とロウリイが先駆的な役割を果
たしてきたのは事実である。しかし、長期間にわたってフォード財団の助成金が
保障されることにより、助成金を前提とした運営をおこなうようになったリー
ジョナルシアターが存在したのも事実である。助成金により、アリーナ・ステー
ジやガスリー・シアターが、他のリージョナルシアターには不可能な芸術的成果
をあげることが可能となった側面が存在していたことは否めない。しかし本稿で
検討してきたように、財政的な安定という点においては、フォード財団の助成金
は、リージョナルシアターが地元から寄付・助成を得て財政基盤を固めること
を、結果として遅延させたという側面も存在していたのである。そして何よりも、
本稿が明らかにしたように、フォード財団からの助成を受けていたそれらのリー
ジョナルシアターが、助成が打ち切られた後に閉鎖することなく存続することが
可能であったという事実そのものが、リージョナルシアターの発展史における
フォード財団の役割の再評価を促すものなのではないだろうか。すなわち、リー
ジョナルシアターは、フォード財団の助成金から地元の財源へと転換したことに
よって存続したのであり、現在のリージョナルシアターが存在するのは、フォー
ド財団による助成プログラムの功績のみによるのではなく、地元財源への転換を
可能にした地元の観客の支持が存在していたからに他ならないのである。
第二に本稿は、ボウモルとボウエンによる「所得ギャップ」の議論の、リー
ジョナルシアター運営に対する有効性を問うものである。本稿において部分的に
明らかにしたように、1960 年代のリージョナルシアターにおける経費の上昇は、
主として助成金の流入によるものと考えられる場合が多く、経費が物価上昇より
も速いペースで上昇するというボウモルらの「所得ギャップ」の議論をそこに適
用することは難しいものであった。また、ボウモルらの議論は、リージョナルシ
アターの助成金報告書や資金調達のパンフレットに多用されており、リージョナ
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ルシアターの運営陣にとってはむしろ、寄付金や助成金調達のための便利なレ
トリックとみなされていたようにみうけられる。勿論、
「所得ギャップ」の議論
は、舞台芸術のみならずサービス産業一般に適用できるものであり、
「所得ギャッ
プ」の存在自体が、外部からの支援を正当化するわけではない。つまりボウモ
ルらの「所得ギャップ」の議論は、舞台芸術は支援されるべきものであるとの前
提に基づく議論であり、その点では彼らの著書も、自らの批判する 1960 年代の
「文化の爆発」ブームの影響下にあったということができる。ただし、1960 年代
後半以降のリージョナルシアターにおいて、興行収入のみでは運営が赤字となる
に至った要因そのものが何であったのかについては、本稿においては、背景的な
事象について述べるにとどめ、充分に検証することができなかった。同じ人材を
巡ってリージョナルシアター同士が競合することにより人件費が上昇したとの説
が、当時のアリーナ・ステージとガスリー・シアターの双方の運営陣によって、
経費上昇の要因の一つとして挙げられていたが、今後、収入に関するデータのみ
ならず、支出に関する詳しいデータに基づいた分析が必要であろう。
第三に本稿は、アメリカ合衆国における文化芸術団体の主要な特徴とされる、
非営利法人による運営形態や、それに伴う寄付税制による優遇措置が果たしてき
た役割の再評価を求めるものである。というのも、本稿が明らかにしたように、
非営利法人格の有無、ひいては非営利団体への寄付にのみ適用される税制上の優
遇措置の有無は、リージョナルシアターの発達の過程において、さほど決定的な
役割を果たすものではなかったからである。本稿のアリーナ・ステージやミル
ウォーキー・レパートリー・シアターの事例から明らかなように、非営利法人格
を有する団体となり、またそのことで税制上の優遇措置が得られるようになった
としても、寄付金や助成金が即、リージョナルシアターに流入した訳ではなく、
1960 年代半ばまでのリージョナルシアターにおいては、興行収入のみで運営を
自立させることが前提であった。つまり、非営利法人格を取得することは、リー
ジョナルシアターが寄付金・助成金を得るための必要条件ではあったが、即、寄
付金・助成金が利用可能となることを意味している訳ではなかったのである。ま
た、初期のミルウォーキー・レパートリー・シアターのように、非営利団体とし
て運営されていても、上演作品の内容が必ずしも非営利的なものであるとは限ら
ないケースも存在していた。つまるところ、地元の人々がリージョナルシアター
を支援したのは、リージョナルシアターが、寄付・助成に値する存在としての地
位を、地域において獲得していった結果であって、非営利法人や寄付税制といっ
た諸制度は、その地位を確立するための技術的な前提に過ぎなかったということ
ができる。アメリカ合衆国における文化政策の特徴として、非営利芸術団体への
助成制度や、寄付に対する税制上の優遇措置が果たしてきた役割が大きいことが
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しばしばあげられるが、ことリージョナルシアターの運営に関しては、それらの
特徴は、実態の半面のみを捉えたものであるということができよう。
筆者は冒頭において、現在のリージョナルシアターは、
「芸術」性にも、
「娯楽」
性にも依拠することなく、むしろ劇場の公共性に拠って興行の継続性を確保して
いると述べた。これまで検討してきてように、少なくとも 1960 年代半ばまでの
リージョナルシアターには、公共性を担う劇場としての自己意識は希薄であった
と考えられる。リージョナルシアターは興行収入のみで運営を自立させることが
できるとの前提が、当時存在した背景には、1960 年代初頭のアメリカ合衆国に
おける「文化の爆発」ブームが存在していたと既に述べたが、当時のリージョナ
ルシアターの運営状態の分析から浮かび上がってくるのは、優れた芸術は一部の
人々のものではなく万人にとって普遍的によいものであり（64）、優れた芸術作品を
上演することを目指していれば、運営費を賄うのに充分な数の観客を集めること
ができるとの楽観的ムードである。その意味では、興行収入のみで運営を自立さ
せるという目標が存在していた 1960 年代半ば頃までの初期のリージョナルシア
ターの運営は、作品の「芸術」性と「娯楽」性とを同時に実現しようとするもの
であったということができる。
しかし、1960 年代後半から 1970 年代初頭にかけての時期に、リージョナルシ
アターの運営は、大きく転換することとなる。ブームが去り、興行収入のみでは
運営を成り立たせることができない事態、あるいは、助成金の打ち切りによりあ
てにしていた資金が入ってこない事態に直面した時、リージョナルシアターは、
劇場の閉鎖ではなく演劇興行を存続するという道を選択し、地元から寄付・助成
を募り、獲得することに成功する。その過程においてリージョナルシアターは、
「芸術」性にも、「娯楽」性にも依拠せず、公共性という新たな地域におけるスタ
ンスを獲得することによって、興行を存続させることを可能にしたと考えられる
のではないだろうか。
このような、地元の個人資産家から、あるいは資産家が設立した財団から、運
営のための大口の寄付や助成を募るという行為、また、期間や目標を定めて資金
調達キャンペーンをおこなうという行為自体は、アメリカ社会においては交響楽
団や美術館、大学や病院等の非営利団体の理事会によって、リージョナルシア
ターの創設以前にも実践されてきたものである。従って、地元の個人・企業・財
団から寄付や助成を募るしか、運営費の不足分を補填する方策が残されていない
という事態に至ったとき、理事会が主体となって資金調達キャンペーンをおこな
うということは、ある意味リージョナルシアターの運営陣にとって、ごく自然な
選択肢として存在していたということができる（65）。
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だがリージョナルシアターは、交響楽団や美術館によっておこなわれてきた
従来の資金調達の方法を、単に模倣することによって存続したのではなかった。
リージョナルシアターが地元の個人・企業・財団から寄付や助成を獲得してゆく
ことができたのは、交響楽団や美術館、あるいは映画館やブロードウェイの地方
巡業公演が当時地域において果たしていた役割とは異なる位置、すなわち「芸術」
でも「娯楽」でもない位置に自らを定位することで、劇場が地域において存続す
るためのスタンス、公共性を担うというスタンスを発見したからであったと考え
られる。そのスタンスとはどのようなものであったのか、最後に素描を試み、今
後の課題につなげることとしたい。
本稿がこれまで述べてきたように、リージョナルシアターが登場する以前、プ
ロフェッショナルな演劇団体の運営に対して地元の寄付や助成を募るという行為
は、一般的なものではなかった。そのためリージョナルシアター単独での資金調
達においては、交響楽団や美術館のそれとは異なり、地元の寄付・助成の必要性
を説得的に語るレトリックを新たに確立することが、急務の課題であった。そこ
で、多くのリージョナルシアターにおいて動員されたのが、前節で紹介したボウ
モルらの「所得ギャップ」の議論と、以下に紹介する、チケット価格に関する議
論であった。チケット価格に関する議論によって地元の寄付・助成の必要性を正
当化するレトリックは、次のような資料に典型的な形でみることができる。シア
トル・レパートリー・シアターの 1968−69 年用の資金調達キャンペーン用の資料
には、個人に寄付を募る際の想定問答集が含まれている。そこには「何故劇場は
寄付に頼るのですか？」との質問が真っ先に上げられており、その答えとして、
次のような議論が展開されている。
パンフレットにも書かれているように、劇場は、チケット収入のみでは運営
を成り立たせることはできません。より多くの観客に脚を運んでもらうため
には、チケットの価格は、無理のない価格に保たれなくてはなりません。学
生のための割引席を用意する必要もあります。寄付金は、実際のところ、全
体の予算の中では僅かな割合を占めるに過ぎませんが、興行収入と実際の経
費とのギャップを埋めるためには、寄付金に頼らなくてはならないのです（66）。
チケット価格を低く維持し、地域に開かれた劇場であり続けるためには、地元か
らの寄付・助成が必要であるとする、このようなレトリックは、その後も、リー
ジョナルシアターの資金調達のパンフレットや資料のなかに繰り返し使用されて
おり、リージョナルシアターの運営陣にとっても、寄付・助成をおこなう地元の
人々にとっても、説得的なレトリックとみなされていたことがわかる。このよう
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なレトリックによって寄付・助成を募るという方法は、少なくとも、アメリカ合
衆国における伝統的な「芸術」のパトロネージの文脈においては、存在してこな
かったものであった。というのも、交響楽団や美術館等、当時アメリカ合衆国に
おいて「芸術」とみなされていたジャンルの組織運営においては、「芸術」を理
解し享受する人が少数であることが前提とされており、
「芸術」を広く一般の人々
に供与することは、むしろパトロンによる寄付のインセンティブを下げることに
なると考えられていたからである（67）。
では地元の人々は、リージョナルシアターの何に対して、寄付・助成をおこ
なったのであろうか。実際にリージョナルシアターに脚を運ぶ観客の大部分は中
産階級であり、低所得層は少ないのが現状である（68）。その意味では、開かれた
劇場としてのリージョナルシアターは、未だ発展途上にあるといえる。しかし、
チケット価格を低く抑えることで、少なくとも制度的に劇場を社会一般に対して
開いてゆこうとする、このリージョナルシアターの運営方針は、これまでアメリ
カ社会においては、他の舞台芸術団体にも、ブロードウェイの劇場にも、存在し
ていなかったものであった。このような寄付・助成の必要性を主張するレトリッ
クは、当初は、財源を得るためのリージョナルシアターの運営上の方便として導
入されたものであったのかもしれない。しかし、劇場を社会一般に対して開かれ
たものにしておこうとする、このリージョナルシアターの公共的な性格こそが、
寄付や助成に値するものであると、地元の人々は評価したのではないだろうか。
そしてまた、寄付や助成を地元から受けることによって、ある種の排他性を有す
る「芸術」でも、すべての人々を顧客として獲得しようとする「娯楽」でもない、
一般社会に対して開かれた、公共性をおびた劇場としての地位を、リージョナル
シアターは、地域において獲得していったのではないだろうか。

注
（ 1 ）本稿においては、このような性質を有する演劇団体のうち、以下の演劇団体を除外し
たものを、リージョナルシアターと定義する。主として児童劇を上演する演劇団体、
フェスティバル形式の公演をおこなう演劇団体、および大学に付属するプロフェッ
ショナルな演劇団体。
（ 2 ）Zannie Giraud Voss and Glenn B. Voss, with Christopher Shuff and Ilana B. Rose,
Theatrefacts 2006 (New York: Theatre Communications Group, 2007), 2.
（ 3 ）ブロードウェイにおける演劇興行も、このように分厚く存在する演劇の人材プールを
前提として成立している。以下を参照のこと。青野智子「ブロードウェイの音楽家ス
トライキが意味するもの」『英語青年』（2003 年 5 月）: 27.
（ 4 ）青野智子「アメリカ合衆国におけるリージョナルシアターの存立基盤―アリーナ・ス

― 434 ―

テージ（ワシントン DC）の財務構造の転換に関する歴史的考察」
『超域文化科学紀要』
9（2004）: 47−71;

青野智子「シアトルにおけるリージョナルシアターの発展―シアト

ル・レパートリー・シアターの地域への定着過程」『演劇センター 紀要』Ⅵ（2006）:
209−223.
（ 5 ）青野（2004）: 53, 58−66.
（ 6 ）リージョナルシアターは、おおよそ 8−10 月頃に始まり 4−6 月頃に終了する一シーズ
ンを単位にして運営されている場合が多いが、その期間は、各リージョナルシアター
によって異なる。従って本稿においては、例えば 1995−96 年のような表記を使用する
場合、おおよそ 1995 年の秋から 1996 年の夏までの一年を表すこととする。
（ 7 ）興行収入は、その大部分がチケットの売り上げであるが、その他に、ツアーやアウト
リーチ・プログラム等の特別なプログラム実施のための料金や助成金、物販収入や衣
装等の貸し出しによる収入、ロイヤルティ収入、利子収入等も含まれる。
（ 8 ）Ben Cameron and James Lee, “Arena Stage: Interviews with Zelda Fichandler, David
Chambers, and Thomas Fichandler,” Theater 10, 3 (1979): 21.［ ］内は筆者による補足。
（ 9 ）Sandra Schmidt, “The Regional Theatre: Some Statistics,” TDR: Tulane Drama Review
10, 1 (1965): 50−61 から抜粋。
（10）この「収支が合う（break even）」という表現は、損益分岐点（break-even point）に
由来している。演劇興行における損益分岐点とは、興行によって得られる収入が、興
行に費やされる費用と同レベルに達する点を指す。つまり、「客席の 85％で収支が合
う」とは、劇場の収容人数に対して 85％の観客を、公演期間中平均して動員し続け
るならば、興行費用を埋め合わせるだけの収入を得ることができ、収支が釣り合う状
態になるということを意味している。
（11）「文化の爆発」ブームについては、その実質が疑問視されている側面もあるが、実際
に「文化」を供給する施設の増加・充実がみられたのは事実であり、リージョナル
シアターが使用する劇場施設においても同様であった。以下を参照のこと。William
Baumol and William Bowen, Per forming Arts: The Economic Dilemma (New York:
Twentieth Fund, 1966), 60; James Heilburn and Charles M. Gray, The Economics of Arts
and Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 11−39.
（12）The New Permanent Theatre Home of Washington’s Own Arena Stage (A Project of
Washington Drama Society, Inc.) fundraising brochure, circa 1961, PA60−19, Ford
Foundation Archives.
（13）ただし、アリーナ・ステージのこのような黒字経営の実績は、劇場施設建設のための
資金調達キャンペーンでは逆に不利に働き、経営が安定している団体への助成を好む
財団からの助成金は順調に集まったのに対して、地元の個人・企業からの寄付金は必
要な額に到達せず、建設費の 4 割近くをローンや債券の発行で補うことになった。
（14）「レジデント・シアター」との呼称には、本稿が定義したリージョナルシアターに加
えて、ニューヨークを拠点とする非営利演劇団体が含まれる。実際、1962 年のフォー
ド財団による助成プログラムには、アリーナ・ステージやガスリー・シアター等の
リージョナルシアターの他に、ブロードウェイで活動するアクターズ・スタジオも助
成対象として選ばれていた。
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（15）本助成プログラム創設のためのフォード財団の内部資料には、アリーナ・ステージを
示唆する、次のような記述がみられる。「演劇人たちのほとんどは、演劇団体が、人々
が払うチケット代によって支えられるという状況が好ましいと思っている。劇場の存
続という奇跡が可能であることを、本プログラムに参加している演劇団体が証明して
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ク等からミネアポリスを訪れる観光客も、観客として動員することが想定されていた
ことによるものであった。
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Guthrie Theater Archives (PA 3), Performing Arts Archives, University of Minnesota
Libraries, Minneapolis. 1960−62 年のあいだに作成された、小口寄付者や大口寄付者宛
ての書簡の中にも、同様の表現がみられる。
（19）Letter from Administrative Director to a member of the board of directors, Minnesota
Theater Company Foundation, February 20, 1962, Guthrie Theater Archives (PA 3),
Performing Arts Archives, University of Minnesota Libraries, Minneapolis. なお、ガス
リー・シアターの創設メンバーの一人に、アリーナ・ステージやヒューストンのア
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